
診 療 科 月 火 水 木 金 土

門野源一郎 斉藤雅彦 五月女直樹 石川武志 土合克巳 松井真理子 　▲金曜日の斉藤医師は第1,2,4,5週の診察となります。

石川武志 松井真理子 門野源一郎 松井真理子 ▲斉藤雅彦 交代制 　◆月曜日の村上医師は第２,４週の診察となります。

消化器・一般 ◆村上規子 土合克巳 村上規子 門野源一郎 野村祐介 　△月曜日の中川医師は第1,3,5週の診察となります。

△中川慧人 岡本四季子 比留間晴彦 ▼比留間晴彦 　▽水曜日の中川医師は第2,3,4,5週の診察となります。

▽中川慧人 岡本四季子

消化器内科 新患・予約外 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

内科一般 ﾘｳﾏﾁ･膠原病 和田　琢 江本恭平 井汲菜摘 奥村信人 ★長又 亮 　★長又医師は。腎臓内科の診察も行います。

糖 尿 病 ※多田朋子 吉田直史･多田朋子 宮下　将 河盛隆造 鈴木智子 　※多田は診療看護師の診察です。

消化器・一般 松井真理子 斉藤・松井

肝臓外来 ◇門野源一郎

炎症性腸疾患 ◇石川武志

ﾘｳﾏﾁ･膠原病 志賀野美翔

糖 尿 病 ※多田朋子 吉田直史･多田朋子 宮下　将 河盛隆造 鈴木智子

(新患受付10:30まで) 非常勤

嶺崎祥平 折茂圭介 大谷秀雄 ※ 非常勤 赤羽朋博 赤羽朋博

睡眠時無呼吸 大谷秀雄

肺がん外来 ◆小林国彦

折茂圭介 赤羽朋博

禁煙外来

午前 梅咲徹也

午後 梅咲徹也

濱田英明 常岡秀和 小和田 実 濱田英明 濱田英明 濱田英明(予約制) 　土曜日は、11時までの受付、土曜日の濱田医師は予約制です。

杉山達夫 杉山達夫 宇賀田裕介 杉山達夫 羽鳥将史 常岡秀和

ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来 ◇杉山達夫

午前 ★池田礼史

午後 ☆池田礼史

脳神経内科 午後 鈴木理人 新井亜希 吉田典史 新井亜希

総合診療科 午前 米田修平 新井亜希 米田修平 新井亜希 　土曜日は、11時までの受付です。

池田耀介 太田秀幸 今野　慎 今野　慎 太田秀幸 交代制

森本美希 三浦正敬 池田耀介 三浦正敬 池田耀介 交代制

茂手木皓介 橋本　健 森本美希 橋本　健 茂手木皓介

今野　慎

三浦正敬

手の外科 松沢優香里 橋本　健

１診 掛川　徹 橋本郁郎 掛川　徹 橋本郁郎 掛川　徹 白畑充章

２診 古川博規 掛川　徹 松本隆洋 掛川　徹

３診 非常勤 ◆松本隆洋

脊髄外来 古川博規 橋本郁郎

脳血管内治療科 松本隆洋 ◆松本隆洋

物忘れ・認知症 ◇平田容子

診療科 月 火 水 木 金 土
平山信男 帖地憲太郎 木下和也 豊田啓恵 帖地憲太郎 平山信男

※荻野康崇 北　順二 中川　彩 中川　彩 杉山佳奈子 北　順二

外　   科 大森敬太

化学療法 降簱　誠 降簱　誠 降簱　誠

スキンケア外来 ※萩原祐子

赤塚淳弥 赤塚淳弥 赤塚淳弥 赤塚淳弥 水本崚允 赤塚淳弥

水本崚允 水本崚允 ◆櫻井隼人 水本崚允 ※盛田英司 水本崚允

※赤塚淳弥 赤塚淳弥 赤塚淳弥 水本崚允 赤塚淳弥

一　般 水本崚允 水本崚允 水本崚允 吉村　萌 水本崚允

橋本和美(予約制)

諸岡啓一

山内秀雄

心　臓 小林俊樹

内分泌 雨宮 伸(第1週のみ) 星野正也(第1･3週)

健　診 14時～15時

佐久間 洋 中村 康平 佐久間 洋 佐久間 洋 佐久間 洋

篠﨑　悠 梶原　健 中村康平 篠﨑　悠

中村 康平

婦人科腫瘍外来 花岡美枝子

骨盤臓器脱 永田一郎

篠﨑　悠 篠﨑　悠 交代制 篠﨑　悠

中村康平

婦人科腫瘍外来 花岡美枝子

不妊症 梶原　健

午前 中村 康平 中村康平

午後 （予約のみ） （予約のみ）

前立腺腫瘍外来 川島清隆（予約制） 川島清隆（予約制） 川島清隆（予約制） 　前立腺腫瘍外来は、予約制です。

全　般 ※山口健哉 吉澤　剛 吉澤　剛

午後 全　般 山口健哉

第1,3,5木曜日 佐藤智也 　佐藤医師は、第1,3,5 木曜日です。

第2,4木曜日 栗原　健 　栗原医師は、第 2, 4 木曜日です。

午前 北原智康 丹沢泰彦 佐藤　瞭 中嶋正人 関根達朗

午後 北原智康 丹沢泰彦 佐藤　瞭 （原則予約制） （検 査）

新竹広晃 新竹広晃 ※菊地・新竹 　完全予約制です。

伊波　航 堀田陽介 非常勤 　受診希望の方は紹介状をお持ちのうえ事前予約での診察となります。

新竹広晃 ※菊地・新竹 　※菊地俊介医師は、第1,3,5週の水曜日となります。

伊波　航 堀田陽介 非常勤 　※新竹広晃医師は、第 2, 4 週の水曜日となります。

西村敬一郎 西村敬一郎 西村敬一郎 西村敬一郎

田村　健 田村　健 田村　健 田村　健 非 常 勤

※　受付時間　午前８時３０分～１１時３０分　（自動再来受付機は、８時より稼働します。）

※　外来診療医は、都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。 　※黒字は常勤医師です

※　休診日・・日曜日、祝祭日、第２・第４土曜日、１２月２９日から１月３日 　※青字は非常勤医師です

※　🏣🏣３６０－８５６７埼玉県熊谷市中西４－５－１　TEL０４８－５２１－００６５　FAX０４８－５２３－５９２８　ｈｔｔｐ://www.kumasou.or.jp

放 射 線 科 午前 　診療はPET総合検診棟１階になります。

社会医療法人熊谷総合病院

脊　椎 三浦正敬 今野　慎

Ｐ Ｅ Ｔ 総 合 検 診 棟 外 来 ス ケ ジ ュ ー ル　

眼　   科

午前 新竹広晃 新竹広晃

午後 新竹広晃 新竹広晃

非常勤 　午後の受付は13:30～16:00までの受付で、診察は14時からです。

形 成 外 科 午前

耳鼻咽喉科
　８時３０分から１１時までの受付です。

　午後の受付は１３時から１５時３０分までの受付です。

宮野恭平
（予約制）

午後
井汲菜摘

（予約制）

皮  膚  科
午前 非常勤

　不妊症外来は、１４時～１５時３０分までの受付です。(予約不要)

遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ外来 　火曜日 11時～13時・金曜日 12時～14時（予約制）

泌 尿 器 科
午前

　※火曜日は5/9～6/6までの間11時までの受付となりす。

　金曜日の山口医師は。14:00～16:00の受付となります。

産 婦 人 科

午後
一　般

　篠﨑医師の午後外来は、14時～16時の受付です。

　中村医師の午後外来は、14時～15時30分の受付です。

　木曜日は、予約制となります。

　金曜日の心臓外来は第１・３・４・５週で予約制です。

　雨宮医師の外来は第１火曜日のみで予約制です。

　健診は水曜日で予約制です。

一　般

　火曜日の腫瘍外来は午前・午後とも予約制です。

午前

　木曜日、永田医師の診察は10時からです。原則、

　骨盤臓器脱の専門外来です。

　不妊症の方は水曜日の午後と月・水・金・土曜日の午前の診察です。

小  児  科
　木曜日、諸岡医師の神経外来は第１・３・５週で予約制です。

午後 神　経
　木曜日、山内医師の神経外来は第２・４週で予約制です。

　てんかんの初診は山内医師のみの診察となります。

午前 一　般
　◆水曜日午前、櫻井医師の新生児フォローアップ外来は予約制です。

　※金曜日午前、盛田医師の外来はアレルギー・喘息です。

　午後の一般診療は３時～４時までの受付です。

　※第３月曜日午後の赤塚医師は、予約制です。

２　階　診　療　科　外　来　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル

備　　考

午前

　※荻野は診療看護師の診察です。

　※皮膚・排泄ケア認定看護師の診察で、予約制です。

　午後外来は予約制（再診のみ）

午前

脳神経外科

　◆第３土曜日のみの診療

　◇ 物忘れ・認知症外来は、予約制です

午後

　14時～17時の受付で予約制です。

午前

　土曜日は新患と予約済患者のみの受付

　令和３年１２月１６日より紹介状持参の方を除き医師希望

整形外科
　は承っておりません。

羽鳥将史 　※中嶋(博)医師は第２・４火曜日の13:00～17:00

　◇  第1・3火曜日 14:00～16:00の受付、予約制です

不整脈専門外来
　★ 第１圡曜日、予約のみ

　☆ 第５金曜日、予約のみ

呼吸器内科

午前

　土曜日は１１時までの受付です。

　◆小林医師の外来は、11時までの受付です。

午後
　午後外来は、予約制です。

呼吸器外科

午前

循環器内科
　午後外来は予約制です。

午後
※中嶋博之 小和田 実

１　階　診　療　科　外　来　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル　　　　　　　　　　　　　　令和５年５月１日現在

備　　考

午前
　▼金曜日の比留間医師は第1,3,4,5週の診察となります。

　土曜日は１１時までの受付です。

午後

　午後外来は、予約制です。

　◇ 14:00～16:30までの受付で予約制です。

腎 臓 内 科 午前
山本　亮 塩田裕也 野原ともい 安田邦彦 ※小瀧周平 ※小瀧周平 　※第1,3土曜日とその前日の金曜日です。第5土曜日の前日金曜はありません。

　 土曜日は１１時までの受付で、結石・腫瘍は診察できません。



泌尿器科

遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

前立腺腫瘍外来 川島　清隆 月曜・水曜・金曜　午前 事前予約制

（ご紹介内容・診療体制によって直接ご来院をお願いする場合もございます）

事前予約制

ご紹介元医療機関・紹介状をお持ちの方へ

紹介状をお持ちの患者さんは事前予約が可能です。

永田　一郎 木曜　午前 8：30～11：30までの受付

遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ外来 中村　康平
火曜11：00～13：00
金曜12：00～14：00

事前予約制

婦人科

産婦人科　腫瘍外来 花岡　美枝子 火曜　午前・午後 事前予約制

不妊症外来 梶原　健 水曜　午後 14：00～15：30までの受付

骨盤臓器脱

小児科

小児神経外来 山内　秀雄 第2・.4　木曜　午後 事前予約制

アレルギー外来（喘息） 盛田　英司 金曜　午前 8：30～11：30までの受付

心臓外来

腎臓 荒尾　正人 木曜　午後 15：00～16：00までの受付

新生児フォローアップ外来 桜井　隼人 水曜　午前 事前予約制

小林　俊樹 第１・３・４・５　金曜　午後 事前予約制

内分泌外来 雨宮　伸 第1　火曜　午後

外科

化学療法 降旗　誠 月・水・金曜　午前 初診は、外科外来受診

スキンケア外来 萩原　祐子 火曜　午前 事前予約制

木曜　午前・第３土曜
木曜日　8：30～11：30までの受付
土曜日　8：30～11：00までの受付

物忘れ・認知症外来 平田　容子 木曜 事前予約制

脳神経外科

脊髄外来 古川　博規・橋本　郁郎 月曜・火曜　午前 8：30～11：30までの受付

脳血管内治療 松本　隆洋

整形外科

脊椎外来 三浦　正敬　・今野　慎 木曜・金曜　午後 事前予約制（再診のみ）

手の外科外来 橋本　健　・松沢　優香里 火曜・水曜　午後 事前予約制

循環器内科

ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来 杉山　達夫  第1・3火曜 午後 初診は、午前の杉山医師外来受診

不整脈専門外来 池田　礼史 第１土曜午前　第５金曜午後 事前予約制

呼吸器内科

肺がん外来 小林　国彦 金曜　午前 8：30～11：00までの受付

睡眠時無呼吸 大谷　秀雄 水曜　午前 8：30～11：30までの受付

消化器内科

肝臓外来 門野　源一郎 木曜　午後 事前予約制

炎症性腸疾患・IBD外来 石川　武志 月曜　午後 事前予約制

志賀野 月（午後） 14：00～16：30までの受付

糖尿病 外来担当表参照 火～金曜　午前 8：30～11：30までの受付

専 門 外 来 の ご 案 内 　　　　　2023年5月1日

専門外来 担当医 曜日 受診方法・ご紹介方法

内科
ﾘｳﾏﾁ･膠原病

和田・江本・井汲・奥村・長又 月・水・木・金・土　午前 8：30～11：30までの受付

予約受付時間：平日8:30～17:00 土曜8：30～12：15

※第2.4土曜日、日曜、祝日、年末年始除く

☎ 048-525-6779

地域医療連携室（直通）
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